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「日本100名城」に選ばれている
明石城。現存する坤櫓（ひつじさる
やぐら）・巽櫓（たつみやぐら）は、
国の重要文化財に指定されており、
櫓内は土日祝日に限り一般公開され
見学することも可能だ。さらには、
剣豪「宮本武蔵」がつくったといわ
れる「武蔵の庭園」があり、武蔵と
明石の深い関係を物語る。

「食のまち」として古くから栄えて
きた明石。特に、瀬戸内海で獲れ
る明石鯛・明石だこなどの新鮮な魚
介類は、明石ブランドとして人気を
誇っている。およそ400年の歴史を
もつと伝えられる「魚の棚商店街」
には、名物「明石焼」の店をはじめ、
獲れたての海産物を取り扱う魚屋な
ど多くの店が軒を連ねる。

明石市は、瀬戸内海に面し東西
15.6kmの海岸線を有しており、世
界最長の吊り橋「明石海峡大橋」
が一望できる大蔵海岸など風光明
媚な「海峡のまち」。明石海峡独特
の満ち潮により、日本でも有数の漁
場があり、産業や、和歌をはじめと
した文化・文学の発達など様々な分
野に海の恵みを受けている。

日本の時刻の基準となる東経135度
日本標準時子午線上に位置する明
石市は、日本を代表する「時のまち」
として有名。時のまちのシンボル「市
立天文科学館」には、日本国内で
は現役最古、世界でも5番目に古い
歴史をもつプラネタリウムが稼働し
ており、訪れる人々を星空の世界へ
と誘う。
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淡路ジェノバライン海峡 時
明石市立
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茨木酒造食

明石市公設

地方卸売市場食

明石焼工房

たこや蛸老亭食
兵庫県立

明石公園（明石城）
明石市立

文化博物館明石浦漁業協同組合食

日本徳利博物館・酒蔵資料館 
（ながさわ明石江井島酒館内）

食

魚の棚商店街食

［ＨＰ］http://www.asahiinryo.co.jp/company/factory/akashi/　
［所在地］明石市二見町南二見1-33　［電話番号］078-941-2309
［アクセス］第二神明道路『明石西ＩＣ』より約10分／山陽電車『東二見駅』よりタクシーで約15分／
ＪＲ『土山駅』よりタクシーで約15分

見学データ

［内容］飲料水の製造工程見学　［人数］2～120名（それ以上の場合は要相談）　［見学時間］90分　
［時間］9：30～15：00（年末年始・指定休日除く）　［料金］無料　
［予約］空きがあれば前日でも可能。（受付9：00～17：00）

1990年に操業開始。年間約4700
万ケースの商品を製造し、日本最
大級の規模を誇る工場。2013年
にリニューアルされた工場見学施
設と併設された「三ツ矢サイダー
ミュージアム」で、ここにしかな
い体験をしよう。土・日曜も見学
可能。

日本最大級の製造量を誇る
新技術導入工場

［ＨＰ］http://www.hyogo-park.or.jp/akashi/　
［所在地］明石市明石公園1-27　［電話番号］078-912-7600
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約10分／ＪＲ・山陽電車『明石駅』より徒歩すぐ

見学データ

［内容］櫓内部の見学　［人数］15名～（上限人数は要相談）　［見学時間］約30分　
［時間］平日10：00～16：00（雨天時中止）　［料金］無料　
［予約］見学希望日の1週間前まで。 
明石観光協会［ＴＥＬ］078-918-5080 ［ＦＡＸ］078-911-0579

［ＨＰ］http://www.jenova-line.co.jp/　［所在地］淡路市岩屋925-27　
［電話番号］0799-72-0181　［アクセス］【明石乗り場】第二神明道路『玉津ＩＣ』『大蔵谷ＩＣ』より
約15分／ＪＲ・山陽電車『明石駅』より徒歩約10分

見学データ

［内容］明石港～岩屋港のミニクルーズ体験　［人数］15～100名の団体　
［見学時間］約40分　［時間］月～金曜日（土・日・祝祭日除く）　
［料金］一般（団体）800円、中学生520円、小学生400円
［予約］体験希望日の1週間前まで。 （株）淡路ジェノバライン
［ＴＥＬ］0799-72-0181（月～土曜日9：00～17：00）

［ＨＰ］http://www.am12.jp/　［所在地］明石市人丸町2-6　［電話番号］078-919-5000　
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約10分／ＪＲ・山陽電車『明石駅』より徒歩約15分／
山陽電車『人丸前駅』より徒歩約3分

見学データ

［内容］プラネタリウム、天文・宇宙の解説模型等の展示　［人数］300名（プラネタリウム座席数）
［見学時間］50分（投影時間）+30～60分（展示室・展望室見学）　［時間］火～日曜日9：30～17：
00（入館は16：30まで）　［休館日］月曜日、第2火曜日、年末年始 ※月曜日又は第2火曜日が国民
の祝休日と重なる時は開館、翌日が休館となります。　［料金］有料（観覧料） 但し高校生以下無料。
団体割引、高齢者・身障者割引あり。　［予約］団体のみ事前に電話にて、希望のプラネタリウム
の回、人数、駐車場等を申し込み。 ［ＴＥＬ］078-919-5000 ［ＦＡＸ］078-919-6000 ［駐車場］普
通車90台／大型バス8台（有料） 

1960（昭和35）年に開館。プラネ
タリウムはカールツァイス・イエ
ナ社製。現在日本で稼働している
中で最も歴史あるものだ。建物は
国指定の登録有形文化財。

日本標準時子午線の
真上に建つ科学館

［ＨＰ］http://www.akashibunpaku.com　［所在地］明石市上ノ丸2-13-1　
［電話番号］078-918-5400　［アクセス］ＪＲ・山陽電車『明石駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］常設展 明石の歴史を8つのテーマに分けて紹介　［人数］1～50名　
［見学時間］20～30分　［時間］火～日曜日9：30～18：30　
［休館日］月曜日（国民の祝休日、特別展等の期間を除く）及び12月２９日～1月3日　
［料金］有料（観覧料） ※特別展等開催中は特別料金
［予約］特に申し込みがなくても見学可、団体の場合は事前の予約をお願いします。

見学データ

［内容］明石焼体験　［人数］2～150名 ※食事可能人数450名　［見学時間］45分～　
［時間］お問い合わせください。ご相談に応じます。　［料金］有料（体験）
［予約］たこやグループ予約センター 
［ＴＥＬ］078-962-5385 ［ＦＡＸ］078-921-2075 ［駐車場］観光バス10台、自動車30台

［ＨＰ］http://www.takoya.com/syoro-1.html　
［所在地］明石市王子2-5-26　［電話番号］078-962-5385
［アクセス］第二神明道路『玉津ＩＣ』より約10分／山陽電車『西新町駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］生きた魚の流通・セリ見学　［人数］10～80名まで　［見学時間］30分　
［時間］月・火・木・金・土曜日11：00～12：00までの間　［料金］400円　
［予約］明石観光協会 ［ＴＥＬ］078-918-5080 ［ＦＡＸ］078-911-0579

［ＨＰ］http://www.akashiura.or.jp/　
［所在地］明石市岬町33-1　［電話番号］078-912-1771
［アクセス］第二神明道路『玉津ＩＣ』『大蔵谷ＩＣ』より約15分／
山陽電車『西新町駅』より徒歩約15分

［ＨＰ］http://uonotana.or.jp/　
［所在地］明石市本町1-1-16　
［電話番号］078-911-9666（魚の駅（魚の棚商店街事務所））
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約15分／ＪＲ・山陽電車『明石駅』より徒歩約3分　
［営業時間］8：00～18：00（店舗によって異なります）　事務所 11：00～18：00　
［定休日］店舗によって異なります

明石城の築城とともに誕
生し、宮本武蔵の町割り
の設計により造られたと
いわれる約400年の歴史
を持つ商店街。活気あふ
れる商店が約100店舗軒
を連ね、地元では「うお
んたな」の愛称で親しま
れている。

食べ歩きや
土産物も購入できる
“明石の台所”

見学データ

［内容］水産物・青果物のせり場や市場内施設の見学　［人数］10名～　［見学時間］60分　
［時間］日時につきましてはご相談下さい。（せり見学・模擬せり・食事等の各オプションもご用意して
おります）　［料金］無料（食事等のオプションは別料金） 観光バス駐車場（無料）あり
［予約］見学希望日の1カ月前まで。 明石市公設地方卸売市場
（指定管理者：（株）明石卸売市場管理センター）［ＴＥＬ］078-918-5591 ［ＦＡＸ］078-918-5592

［所在地］明石市藤江2029-1　［電話番号］078-918-5591
［アクセス］第二神明道路『玉津ＩＣ』『大蔵谷ＩＣ』より約15分／
ＪＲ・山陽新幹線『西明石駅』より徒歩約15分／山陽電車『藤江駅』より徒歩約15分

1977（昭和52）年に開設。
市内で流通している野菜や
魚、冷凍品、加工品を扱っ
ており、「食」の発信基地と
して重要な役割を担ってい
る。市場食堂もあり、飽き
させないメニューがズラリ。

明石市生鮮食料品の
安定供給を担う台所

［ＨＰ］http://www.nagasawafoods.com/　
［所在地］明石市大久保西島1194 明石江井島酒館　［電話番号］078-948-2060
［アクセス］第二神明道路『大久保ＩＣ』・『明石西ＩＣ』より約20分／
山陽電車『江井ヶ島駅』より徒歩約15分

見学データ

［内容］施設見学　［人数］1～100名　［見学時間］30分　
［時間］レストラン 11：00～20：30（売店は17：00まで）　［定休日］年中無休　［料金］無料　
［予約］団体の場合は事前予約をお願いします。観光バス駐車場完備。
（但し、日本徳利博物館・酒蔵資料館のみのご利用の場合は1台分）

明治時代の酒蔵を改装した複
合施設。明石唯一の地ビール
工場「明石ブルワリー」も併設
している。団体は徳利博物館
での食事も可能になっており、
希望者には酒蔵資料館も開放
する。

徳利から酒造りの
道具まで酒資料満載！

［ＨＰ］http://rairaku.jp/　
［所在地］明石市魚住町西岡1377　［電話番号］078-946-0061
［アクセス］第二神明道路『明石西ＩＣ』より約15分／山陽電車『魚住駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］施設見学　［人数］10～80名　［見学時間］60分　
［時間］月～日曜日 9：00～15：00（年末年始除く）　［料金］無料（別途有料で甘酒のふるまい有り）
［予約］見学希望日の3日前まで。観光バス対応可能。予約時にお申し出下さい。

アサヒ飲料
明石工場

食

明石焼を自身で焼いて、食
べることができる唯一のお
店。明石焼の体験は一度に
150名様までが可能で、併
設の観光バス駐車場を利用
し団体の受け入れもスムー
ズに行える。

自身で焼いて、
食す唯一の
明石焼のお店 明石海峡の豊かな漁場でと

れた約100種類もの海産物
は“明石のまえもん”と呼ば
れ、全国に届けられる。午前
11時頃から始まる「昼網」と
呼ばれる全国的にも珍しい
セリ市や、漁協施設等の見
学ができる。

ここから全国にお届け
“明石のまえもん”

創業は江戸末期の184
8年（嘉永元）。酒蔵は兵
庫県登録有形文化財に
指定されており、同所
では日本酒造り体験を
はじめイベントも多数
行われる。代表銘柄は
「來樂」、「花乃蔵」。

有形文化財の
酒蔵で日本酒造り
体験も

明石城にまつわる文化
財も展示されており、
明石の文化と歴史が学
べる博物館。明石城の
櫓から歩いてすぐの場
所にあり、櫓の見学と
セットでも楽しめる。

明石の今と昔を
体感し、特色ある
歴史を学ぶ『日本100名城』の一つであ

る明石城は、2019（平成31）
年に築城400年を迎える。多
くの方に明石城を知ってもら
うため平日にも特別に櫓を一
般公開。櫓内部には江戸中期
の明石城下の復元模型などが
展示されている。

自然環境と美しく
調和した都市公園

明石港を出発し、淡路島の岩
屋港で折り返す約40分のミ
ニクルーズ体験。風光明媚な
明石海峡を航行し、明石海峡
大橋の下をくぐり抜けるダイ
ナミックな景観を満喫するこ
とが可能だ。

淡路島で折り返し
40分のミニクルーズ
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［ＨＰ］http://www.glico.co.jp/glicopia_kobe/
［所在地］神戸市西区高塚台7-1　［電話番号］078-991-3693
［アクセス］第二神明道路『玉津ＩＣ』より約15分／
阪神高速北神戸線『前開ＩＣ』より約15分

明石近郊にあるもっと楽しめるスポット

半日コース編 下から!横から！！ 明石海峡大橋丸ごと体験コース半日コース編

舞子の3館セットのお得な入場券あり！

約15分約10分 約5分約30分 約15分約5分

明石市立 
天文科学館

14:00

淡路
ジェノバライン

13:00

日本徳利博物館・酒蔵資料館
（ながさわ明石江井島酒館内）

12:00

茨木酒造

11:00

魚の棚
商店街

15:00

明石市公設
地方卸売市場

11:00

［ＨＰ］http://www.31op.com/kobe/　
［所在地］神戸市垂水区海岸通12-2
［電話番号］078-709-4466　
［アクセス］第二神明道路『名谷ＩＣ』より約10分／
ＪＲ『垂水駅』・山陽電車『山陽垂水駅』より徒歩約9分　
［営業時間］ショップ10：00～20：00／レストラン11：00～22：00
（一部店舗により異なります）

三井アウトレットパーク

マリンピア神戸買
要予約

江崎グリコ

グリコピア神戸 要予約
見学

舞子
3施設

15:30

兵庫県立 
明石公園（明石城）

14:00

1日コース編 明石海峡とグルメを満喫！海の恵み体験コース

コースまとめ ★全所要時間  8時間00分
★入館料などの総計  2,280円～

コースまとめ ★全所要時間  5時間30分
★入館料などの総計  2,220円～コースまとめ ★全所要時間 4時間45分

★入館料などの総計 0円～

［ＨＰ］http://www.hashinokagakukan.jp/
［所在地］神戸市垂水区東舞子町4-114　
［電話番号］078-784-3339
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約15分／
『高丸ＩＣ』より約10分、ＪＲ『舞子駅』・
山陽電車『舞子公園駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］明石海峡大橋の技術を様々な角度から紹介　
［人数］1～200名　［見学時間］40分　
［時間］火～日曜日9：15～17：00（季節により変更あり）　
［休館日］毎週月曜日（祝日と重なった場合は翌日）及び12月
29日～1月3日　［料金］有料（入館料）　
［予約］特に申し込みがなくても見学可。団体の場合は、
出来るだけ事前予約をお願いします。

［ＨＰ］http://www.hyogo-park.or.jp
［所在地］神戸市垂水区東舞子町2051　
［電話番号］078-785-5090
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約15分／
『高丸ＩＣ』より約10分、ＪＲ『舞子駅』・
山陽電車『舞子公園駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］明石海峡大橋からの海峡の景色や橋の内部を楽
しむことができる　［人数］1～500名　
［見学時間］30～50分　［時間］月～日曜日9：00～18：00
（最終入館は閉館の30分前）　
［休館日］第2月曜日、12月29日～12月31日　［料金］有料
（入館料）、中学生以下無料　［予約］団体の場合は、出来る
だけ事前予約をお願いします。

［ＨＰ］http://sonbun.or.jp/jp/
［所在地］神戸市垂水区東舞子町2051 舞子公園内　
［電話番号］078-783-7172
［アクセス］第二神明道路『大蔵谷ＩＣ』より約15分／
『高丸ＩＣ』より約10分、ＪＲ『舞子駅』・
山陽電車『舞子公園駅』より徒歩約5分

見学データ

［内容］施設見学　［人数］1名～（上限人数は要相談）　
［見学時間］30分　
［時間］火～日曜日10：00～17：00（最終入館は閉館の30分
前）　［休館日］月曜日、12月29日～1月3日　
［料金］有料（入館料）　
［予約］団体の場合は、出来るだけ事前予約をお願いしま
す。

見学見学見学

明石海峡大橋建設のルーツがここに

橋の
科学館

歴史的価値ある日本で唯一の孫文記念館

孫文記念館
（移情閣）

海上47mの丸木橋でスリル満載

舞子海上
プロムナード

見学データ

［内容］お菓子の製造工程等の展示・見学　
［人数］個人・団体 2～70名まで　
［見学時間］80分　
［時間］月～木・土・日曜日（金曜日・お盆休み・年末年始を除く）　
10：00・11：00・12：00・13：00・14：00・15：00　［料金］無料
［予約］入館および見学にはネットもしくは電話で予約が
必要です。定員となり次第締切りとさせていただきます。
キャンセル待ちは受け付けておりません。
※旅行会社は受注型企画旅行のみ受け付けています。

［ＨＰ］http://www.yakult.co.jp/knowledge/factory/c15.html
［所在地］三木市志染町戸田字中尾1838-266　
［電話番号］0794-89-8960
［アクセス］山陽自動車道『三木東ＩＣ』より約10分／
神戸電鉄粟生線『緑が丘駅』よりタクシーで約15分

ショッピングをしながら海の魅力も堪能 乳酸菌の働きが学べる大人の社会見学

孫文記念館
（移情閣）

グリコのルーツや食文化を立体映像で

三ツ矢サイダーは、いつ、どこで生まれたのか、楽
しみながら歴史がわかる特設コーナーや、見学の最
後には、特別な?!自動販売機も体験できる。

24時間海水かけ流しのプールがあり、獲ってきた魚
を活かしてセリにかけることができる。漁協施設の
屋上からは、漁場である明石海峡が一望できる。

明石海峡大橋の真下を通り抜けられるミニクルーズ
体験ができる。大きな橋脚や橋桁は圧巻のスケール
だ。

明石焼を自分で焼いて食べられる店は、全国でもこ
こだけ！本場・明石で、ここにしかない体験をしよう。

全長約350メートルのアーケードには、約100店舗
が軒を連ねている。食べ歩きやお土産の購入にピッ
タリの商店街だ。

目前の海を見ながら、お買い物や飲食が楽しめる。

約5分

三井アウトレットパーク
マリンピア神戸

16:30

約5分

兵庫三木工場
（株）ヤクルト本社 見学

要予約
family group Couple

要 予 約
family group Couple

要 予 約
family group Couple

要 予 約
family group Couplefamily group

明石焼工房 
たこや蛸老亭

12:45 - 13:45

明石浦
漁業協同組合

11:30 - 12:30

アサヒ飲料
明石工場

9:30 - 11:00

淡路ジェノバ
ライン

14:20 - 15:00

魚の棚
商店街

15:15 - 16:00

約5分約10分 約15分

歴史ある
酒蔵は、建造物
としても見る
価値あり！

お買い物
ツアーなど、楽しい
イベントが
盛りだくさん

隣接の
文化博物館と
併せて、明石城の
歴史を学ぼう

360度見渡せる
展望室は、明石
海峡大橋を見る
絶景ポイント！

注） ※料金は大人料金で算出しています。※各種割引はされておりません（舞子の3館セットは除く）。※オプション等、別途料金が必要な場合があります。

明石城とともに! 築城４００年の歴史体験コース

見学データ

［内容］製造工程の見学・工場の概要説明、自工場生産
製品もしくは「ヤクルト400」の試飲　［人数］1～70名ま
で ※70名超でのお申し込みについてはご相談下さい。　
［見学時間］90分　［時間］月～土曜日※日曜日・年末年始を除く 
（1）9：30 （2）10：00 （3）10：30 （4）11：00 （5）11：30
（6）13：00 （7）13：30 （8）14：00 （9）14：30　［料金］無料
［予約］受付時間：月～土曜日9：00～16：00（日曜日・年末年
始の受付はお休みさせていただきます） 団体の場合は見学希望日
の1週間前までに、お電話でお申し込みいただいた後、折り返し申
込用紙をＦＡＸでお送りいたします。必要事項をご記入の上、ＦＡＸに
てご返信ください。

巡る
！

明石
のご
提案
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